
会計手続(署名により押印を省略できる手続)一覧（要綱）

No. 様式の名称 様式の根拠 担当課

1 補助金等交付申請書 芝山鉄道補助金交付要綱
空港地域振興

課

2 補助事業等実績報告書 芝山鉄道補助金交付要綱
空港地域振興

課

3 補助金等交付請求書 芝山鉄道補助金交付要綱
空港地域振興

課

4 補助金等交付申請書 成田市防音施設維持管理費補助金交付要綱
空港地域振興

課

5 補助事業等実績報告書 成田市防音施設維持管理費補助金交付要綱
空港地域振興

課

6 補助金等交付請求書 成田市防音施設維持管理費補助金交付要綱
空港地域振興

課

7 補助金等交付申請書 成田空港騒音対策地域連絡協議会補助金交付要綱
空港地域振興

課

8 補助事業等実績報告書 成田空港騒音対策地域連絡協議会補助金交付要綱
空港地域振興

課

9 補助金等交付請求書 成田空港騒音対策地域連絡協議会補助金交付要綱
空港地域振興

課

10 補助金等交付申請書
成田市テレビ共同受信施設維持管理費等補助金　取

扱要領
空港対策課

11 補助事業等実績報告書
成田市テレビ共同受信施設維持管理費等補助金　取

扱要領
空港対策課

12 補助金等交付請求書
成田市テレビ共同受信施設維持管理費等補助金　取

扱要領
空港対策課

13 補助金変更交付申請書
成田市テレビ共同受信施設維持管理費等補助金　取

扱要領
空港対策課

14 成田市コンベンション開催事業補助金交付申請書 成田市コンベション開催事業補助金交付要綱
観光プロモー

ション課

15 成田市コンベンション開催事業補助金請求書 成田市コンベション開催事業補助金交付要綱
観光プロモー

ション課

16 委任状 成田市コンベション開催事業補助金交付要綱
観光プロモー

ション課

17 成田市ふるさと寄附金謝礼品協力事業者登録申込書 成田市ふるさと寄附金謝礼品協力事業者募集要項
観光プロモー

ション課

18
地域発信型成田ブランドＰＲイベント支援事業補助

金交付申請書

地域発信型成田ブランドＰＲイベント支援事業補助

金交付要綱

観光プロモー

ション課

19
地域発信型成田ブランドＰＲイベント支援事業補助

金実績報告書

地域発信型成田ブランドＰＲイベント支援事業補助

金交付要綱

観光プロモー

ション課

20
地域発信型成田ブランドＰＲイベント支援事業補助

金交付請求書

地域発信型成田ブランドＰＲイベント支援事業補助

金交付要綱

観光プロモー

ション課

21 負担金交付請求書・振込依頼書 成田市スポーツ大会誘致事業負担金交付要綱
スポーツ振興

課

22 補助金概算払理由書
成田市文化団体連絡協議会団体運営費補助金交付要

綱
文化国際課

23 補助金概算払精算書
成田市文化団体連絡協議会団体運営費補助金交付要

綱
文化国際課

24 補助金変更申請書 成田市国際交流協会事業補助金交付要綱 文化国際課

25 補助金概算払交付請求書 成田市国際交流協会事業補助金交付要綱 文化国際課

26 補助金概算払精算書 成田市国際交流協会事業補助金交付要綱 文化国際課

27 成田市補助金等交付規則申請書 成田交通安全協会補助金交付要綱 交通防犯課

28 成田市補助金等交付規則実績報告書 成田交通安全協会補助金交付要綱 交通防犯課

29 成田市補助金等交付規則交付請求書 成田交通安全協会補助金交付要綱 交通防犯課
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30 成田市補助金等交付規則申請書
成田地域交通安全活動推進委員協議会補助金交付要

綱
交通防犯課

31 成田市補助金等交付規則実績報告書
成田地域交通安全活動推進委員協議会補助金交付要

綱
交通防犯課

32 成田市補助金等交付規則交付請求書
成田地域交通安全活動推進委員協議会補助金交付要

綱
交通防犯課

33 成田市防犯パトロール隊活動事業補助金交付申請書 成田市防犯パトロール隊活動事業補助金交付要綱 交通防犯課

34 成田市防犯パトロール隊活動事業補助金実績報告書 成田市防犯パトロール隊活動事業補助金交付要綱 交通防犯課

35 成田市防犯パトロール隊活動事業補助金請求書 成田市防犯パトロール隊活動事業補助金交付要綱 交通防犯課

36 成田市路線バス運行事業費補助金交付申請書 成田市路線バス運行事業費補助金交付要綱 交通防犯課

37 成田市路線バス運行事業費補助金実績報告書 成田市路線バス運行事業費補助金交付要綱 交通防犯課

38 成田市路線バス運行事業費補助金交付請求書 成田市路線バス運行事業費補助金交付要綱 交通防犯課

39
成田市ノンステップバス導入事業費補助金交付申請

書
成田市ノンステップバス導入事業費補助金交付要綱 交通防犯課

40 成田市ノンステップバス導入事業費補助金確約書 成田市ノンステップバス導入事業費補助金交付要綱 交通防犯課

41
成田市ノンステップバス導入事業費補助金交付請求

書
成田市ノンステップバス導入事業費補助金交付要綱 交通防犯課

42
成田市ノンステップバス導入事業費補助金実績報告

書
成田市ノンステップバス導入事業費補助金交付要綱 交通防犯課

43 成田市リサイクル運動奨励金交付請求書 成田市リサイクル運動実施要綱
クリーン推進

課

44 成田市資源回収協同組合助成金交付請求書 成田市リサイクル運動実施要綱
クリーン推進

課

45 交付申請書 ごみ減量器具取扱要領
クリーン推進

課

46 請求書 ごみ減量器具取扱要領
クリーン推進

課

47 被災家屋等の費用償還に関する請求書

令和元年台風第１５号及び第１９号に係る被災家屋

等の解体及び撤去を既に自費で実施した者への費用

償還に関する要綱

クリーン推進

課

48 委任状（受領に関する委任）

令和元年台風第１５号及び第１９号に係る被災家屋

等の解体及び撤去を既に自費で実施した者への費用

償還に関する要綱

クリーン推進

課

49
じんかい集積所等設置費補助金取下届出書（交付決

定前用）

成田市じんかい集積所設置費補助金交付規則取り扱

い基準

クリーン推進

課

50
じんかい集積所等設置費補助金取下届出書（交付決

定後用）

成田市じんかい集積所設置費補助金交付規則取り扱

い基準

クリーン推進

課

51 検診料請求書 成田市生活保護法施行取扱いに関する要綱 社会福祉課

52 検診料請求書・検診書
成田市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱要

綱
社会福祉課

53 障害者乗馬療法助成金請求書 成田市障害者乗馬療法助成事業取扱基準
障がい者福祉

課

54 創業支援補助金交付申請書 成田市創業支援補助金交付要綱 商工課

55 創業支援補助金変更（中止・廃止）申請書 成田市創業支援補助金交付要綱 商工課

56 創業支援補助金実績報告書 成田市創業支援補助金交付要綱 商工課

57 創業支援補助金交付請求書 成田市創業支援補助金交付要綱 商工課

58 成田市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書 成田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 農政課

59 成田市環境保全型農業直接支払交付金事前着手届 成田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 農政課

60
成田市環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請

書
成田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 農政課

61
成田市環境保全型農業直接支払交付金中止（廃止）

承認申請書
成田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 農政課
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62 成田市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書 成田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 農政課

63 成田市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書 成田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 農政課

64 成田市多面的機能支払交付金交付申請書 成田市多面的機能支払交付金交付要綱 農政課

65
成田市多面的機能支払交付金変更（中止又は廃止）

承認申請書
成田市多面的機能支払交付金交付要綱 農政課

66 成田市多面的機能支払交付金概算払請求書 成田市多面的機能支払交付金交付要綱 農政課

67 成田市多面的機能支払交付金実績報告書 成田市多面的機能支払交付金交付要綱 農政課

68 成田市多面的機能支払交付金交付請求書 成田市多面的機能支払交付金交付要綱 農政課

69 集団営農用機械施設整備事業実施計画書 成田市集団営農用機械施設整備事業補助金交付要領 農政課

70 地域集積協力金金交付申請書 成田市農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱 農政課

71 経営転換協力金交付申請書（部門減少） 成田市農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱 農政課

72 経営転換協力金交付申請書（リタイア、相続） 成田市農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱 農政課

73 農地集積・集約化対策事業補助金交付請求書 成田市農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱 農政課

74 農業次世代人材投資資金（経営開始型）交付申請書 成田市農業次世代人材投資資金交付要綱 農政課

75 経営発展支援金交付申請（実績報告）書 成田市農業次世代人材投資資金交付要綱 農政課

76 委託契約書 マニュアル 生涯学習課

77 委託料請求書 マニュアル 生涯学習課

78 領収書 マニュアル 生涯学習課

79 事業報告書の提出について マニュアル 生涯学習課

80 完了届 マニュアル 生涯学習課

81 講師料領収書 マニュアル 生涯学習課

82 指定等文化財管理事業補助金交付申請書 指定等文化財管理事業補助金交付要綱 生涯学習課

83 指定等文化財管理事業補助金変更申請書 指定等文化財管理事業補助金交付要綱 生涯学習課

84 指定等文化財管理事業補助金実績報告書 指定等文化財管理事業補助金交付要綱 生涯学習課

85 指定等文化財管理事業補助金交付請求書 指定等文化財管理事業補助金交付要綱 生涯学習課

86 指定等文化財管理事業補助金概算払請求書 指定等文化財管理事業補助金交付要綱 生涯学習課
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